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○本調査は、原子力災害対策特別措置法の適用を受けない一般火災や救助･救急事故を対象とする。 

【１．通報体制 】 

  

消 防 機 関 原子力事業者 

⑴通報マニュアルの把握の有無 
「通報マニュアル」とは、火災等の発見から 119 番通報までの具体的手順を記載し

たもので、事業所員全員に周知･徹底がなされているものをいう。責任者など一部の

者のみが活用するものは含まない。 

＊有［①全て把握，②一部把握，③その他(  )］ 

＊無［理由：①事業者から共有無し， 

②マニュアル未策定，③その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑴-1通報マニュアルの有無 
「通報マニュアル」とは、火災等の発見から 119 番通報までの具体的手順を記載し

たもので、事業所員全員に周知･徹底がなされているものをいう。責任者など一部の

者のみが活用するものは含まない。 

＊有［①消防機関に全て共有，②一部共有，③その他(  )］ 

＊無［発見時の対応(   )］ 

 ⑴-2通報マニュアルの適用範囲 

＊［①敷地内に立入る全ての者，②社員，③作業員等の 

請負･外注業者，③搬入業者等の一時立入者，④その他(  )］ 

 ⑴-3マニュアル適用者以外の者の通報ルールの有無 

＊有［①火災(火災による救急･救助含む)(通報者：  )， 

②救急･救助(非火災に限る)(通報者： )，その他(  )］ 

＊無［発見時の対応(   )］ 

⑵日中及び夜間･休日の通報体制の把握の有無 

＊有［①日中･夜間等，②日中のみ，③夜間等のみ， 

④日中･夜間等の別は不明，⑤その他(  )］ 

⇒②～⑤の理由［①事業者から共有無し，②その他(  )］ 

＊無［①事業者から共有無し，②通報体制無し， 

③必要な事故情報を入手できれば良い，④その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑵日中及び夜間･休日の通報体制 

＊日中･夜間等とも同じ 

＊日中･夜間等は異なる 

＊その他(  ) 

⑶事業者への通報タイミングの指導の有無 

＊有［区域内：①発見直後，②自火報感知直後， 

③自火報感知＆現場確認後，④その他(  )］ 

［区域外：［管理区域内：①発見直後，②自火報感知直後， 

③自火報感知＆現場確認後，④その他(  )］ 

＊無［理由(   )］ 

＊要望等(   ) 

⑶通報タイミングの定めの有無※日中･夜間等が異なる場合は両方 

［区域内：①発見直後，②自火報感知直後， 

③自火報感知＆現場確認後，④その他(  )］ 

［区域外：①発見直後，②自火報感知直後， 

③自火報感知＆現場確認後，④その他(  )］ 

＊その他(  ) 

⑷通報者の把握の有無 

「通報者」とは、発見者による直接通報か責任者等による間接通報かをいう。 

＊有［①活用，②活用せず，③その他(  )］ 

＊無［理由：①必要な情報が入手できれば良い， 

②事業者から共有無し，③その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑷通報者は誰か※日中･夜間等が異なる場合は両方 

「通報者」とは、発見者による直接通報か責任者等による間接通報かをいう。 

＊火災(火災による救急･救助含む) 

［区域内：①直接，②間接( 人)，③その他(  )］ 

［区域外：①直接，②間接( 人)，③その他(  )］ 

＊救急･救助(非火災に限る) 

［区域内：①直接，②間接( 人)，③その他(  )］ 

［区域外：①直接，②間接( 人)，③その他(  )］ 

＊その他(  ) 

⑸事業者との通報共通様式の有無 

＊有［①全ての項目が共通，②一部共通，③その他(  )］ 

＊無［通報項目：      ］ 

＊要望等(     ) 

⑸消防機関との通報共通様式の有無 

＊有［①全ての項目が共通，②一部共通，③その他(  )］ 

＊無［通報時の対応(   )］ 

⑹上記⑴～⑷の事業者からの協議の有無 

＊有［①全部，②一部，③その他(  )］ 

＊無［①協議希望，②協議不要(理由：   )］ 

＊要望等(     ) 

⑹上記⑴～⑷の消防機関への協議の有無 

＊有［①全部，②一部(理由：   )，③その他(  )] 

＊無［理由(   )］ 

⑺通報体制に関する事業者への要望等 

［                   ］ 

⑺上記⑵～⑷の消防機関への共有の有無 

＊範囲［①全部，②一部(理由：   )， 

③共有無し(理由：   )，④その他(  )］ 

＊全部又は一部の未共有の理由(     ) 

資料４－２ アンケート調査内容（案） 
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【２．自衛消防体制 】 

 

 

 

  

消 防 機 関 原子力事業者 

⑴-1自衛消防隊の日中及び夜間･休日の体制の把握の有無 

＊有［①日中･夜間等，②日中のみ，③夜間等のみ， 

④日中･夜間等の別は不明，⑤その他(  )］ 

⇒②～⑤の理由［①事業者から共有無し， 

②夜間等の体制無し，③その他(  )］ 

＊無［①事業者から共有無し，②その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑴-1自衛消防隊の日中及び夜間･休日の体制 

＊日中･夜間等とも同じ 

＊日中･夜間等は異なる 

＊その他(  ) 

 

⑴-2消防機関先着隊への情報提供体制の把握の有無 

＊有［①事業所が決定，②事業者と協議し決定， 

③消防機関の指示で決定，④その他(  )］ 

＊無［①事業者から共有無し，②体制無し，③その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑴-2消防機関先着隊への情報提供体制 

＊有［①事業者が決定，②消防機関と協議し決定， 

③消防機関からの指定により決定，④その他(  )］ 

＊無［対応(   )］ 

⑵-1現場指揮本部運営マニュアルの把握の有無 

＊有［①全て把握，②一部把握，③その他(  )］ 

＊無［理由：①事業者から共有無し， 

②マニュアル未策定，③その他(  )］ 

＊作成者［①事業者が作成，②事業者と協議し決定， 

③消防機関が指定する内容で決定，④その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑵-1現場指揮本部運営マニュアルの有無 

＊有［範囲：①事業者側，②事業者側と消防機関， 

③他の計画等に基づき活動(  )，④その他(  )］ 

［作成者：①事業者が作成，②消防機関と協議し作成， 

③消防機関の指定する内容で作成，④その他(  )］ 

＊無［火災時の対応(   )］ 

⑵-2現場指揮本部設置までの消防機関への情報伝達体制の把握

の有無 

＊有［①事業所が決定，②事業者と協議し決定， 

③消防機関の指示で決定，④その他(  )］ 

＊無［①事業者から共有無し，②体制無し，③その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑵-2現場指揮本部設置までの消防機関への情報伝達体制の有無 

＊有［①事業者が決定，②消防機関と協議し決定， 

③消防機関の指示で決定，④その他(  )］ 

＊無［火災時の対応(   )］ 

⑵-3現場指揮本部設置場所の定めの把握の有無 

＊有［場所：①区域内，②区域外，③その他(  )］ 

［箇所：①複数箇所(場所：  )，②1箇所(場所：  )， 

③発災場所･規模に応じ都度判断，④その他(  )］ 

［決定者：①事業所で決定，②事業者と協議し決定， 

③消防機関が指定する場所で決定，④その他(  )］ 

＊無［理由：①事業者から共有無し，②事前の定め無し， 

③その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑵-3現場指揮本部設置場所の定めの有無 

＊有［場所：①区域内，②区域外，③その他(  )］ 

［箇所：①複数箇所(場所：  )，②1箇所(場所：  )， 

③発災場所･規模に応じ都度判断，④その他(  )］ 

［決定者：①事業所で決定，②消防機関と協議し決定， 

③消防機関が指定する場所で決定，④その他(  )］ 

＊無［火災時の対応(   )］ 

⑶自衛消防体制に関する事業者への要望等 

［                   ］ 

⑶上記⑴-1～⑵-3の消防機関への共有の有無 

＊範囲［①全部，②一部(理由：   )， 

③共有無し(理由：   )，④その他(  )］ 

＊全部又は一部未共有の理由(     ) 
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【３．放射線管理要員の体制 】 

 

 

 

 

  

消 防 機 関 原子力事業者 

⑴日中及び夜間･休日の体制の把握の有無 

＊有［①全て把握，②一部把握，③その他(  )］ 

＊無［理由：①事業者から共有無し，②その他(  )］ 

＊要望等(     )  

⑴日中及び夜間･休日の体制 

＊日中･夜間等とも同じ 

＊日中･夜間等は異なる 

＊その他(  ) 

⑵消防機関到着後に情報共有される項目の把握の有無 

＊有［①発災場所の空間線量･モニタリング情報， 

②被ばく･汚染の有無(可能性)，③健康影響に係る情報， 

④放射性物質の名称･量･性質，⑤その他(  )］ 

＊無［理由：①事業者から共有無し，②その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑵消防機関到着後に情報共有する項目の定めの有無 

＊有［①発災場所の空間線量･モニタリング情報， 

②被ばく･汚染の有無(可能性)，③健康影響に係る情報， 

④放射性物質の名称･量･性質，⑤その他(  )］ 

＊無［火災時の対応(   )］ 

⑶消防機関活動時の放射線管理要員の同行の範囲 

＊火災(火災による救急･救助含む) 

［①火災現場(消火活動場所)，②可能な範囲(想定：  )， 

③その他(  )，④同行しない］  

＊救急･救助(非火災に限る) 

［①事故(発災)現場，②可能な範囲(範囲：  )， 

③被ばく･汚染者が発生(又はおそれ)した場合， 

④被ばく･汚染者が発生(又はおそれ)の救急搬送， 

⑤その他(  )，⑥同行しない］  

＊その他(  ) 

＊要望等(     ) 

⑶消防機関活動時の同行の範囲 

＊火災(火災による救急･救助含む) 

［①火災現場(消火活動場所)，②可能な範囲(想定：  )， 

③その他(  )，④同行しない］  

＊救急･救助(非火災に限る) 

［①事故(発災)現場，②可能な範囲(範囲：  )， 

③被ばく･汚染者が発生(又はおそれ)した場合， 

④被ばく･汚染者が発生(又はおそれ)の救急搬送， 

⑤その他(  )，⑥同行しない］  

＊その他(  ) 

⑷上記⑴～⑶の事業者からの協議の有無 

＊有［①全部，②一部，③その他(  )］ 

＊無［①協議希望，②協議不要(理由：   )］ 

＊要望等(     ) 

⑷上記⑴～⑶の消防機関への協議の有無 

＊有［①全部，②一部(理由：   )，③その他(  )] 

＊無［理由(   )］ 

⑸放射線管理要員の体制に関する事業者への要望等 

［                   ］ 

⑸放射線管理要員体制の消防機関への共有の有無 

＊範囲［①全部，②一部(理由：   )， 

③共有無し(理由：   )，④その他(  )］ 
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【４．資機材等の保有・配備状況 】 

  

消 防 機 関 原子力事業者 

⑴-1消防機関が使用する建屋内の通信手段  
＊［①PHS，②ページング，③構内電話(固定)， 

④無線(トランシーバー)，⑤加入電話， 
⑥消防機関が整備した手段(  )，⑦その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑴-1建屋内の通信手段 
＊［①PHS，②ページング，③構内電話(固定)， 

④無線(トランシーバー)，⑤加入電話， 
⑥消防機関が整備した手段(  )，⑦その他(  )］ 

⑴-2消防機関の専用回線の有無 
＊有［①PHS，②ページング，③構内電話(固定)， 

④無線(トランシーバー)，⑤加入電話， 
⑥消防機関が整備した手段(  )，⑦その他(  )］ 

＊無［理由：①事業者から共有無し，②その他(  )］ 
［活動時の対応(   )］ 

＊消防機関の専用回線無し 
＊要望等(     ) 

⑴-2消防機関の専用回線の有無 
＊有［①PHS，②ページング，③構内電話(固定)， 

④無線(トランシーバー)，⑤加入電話， 
⑥消防機関が整備した手段(  )，⑦その他(  )］ 

＊無［消防機関活動時の手段(   )］ 

⑵-1消防機関貸与用資機材の把握の有無 
「消防機関貸与用資機材」とは、自衛消防隊が使用する資機材とは別に整備してい

るものをいう。 

＊有［①簡易防護服，②化学防護服，③全面マスク， 
④簡易マスク(N95等)，⑤防火服，⑥空気呼吸器， 
⑦ホース，⑧筒先ノズル，⑨その他(  )］ 

＊無［理由：①事業者から共有無し，②その他(  )］ 
＊貸与資機材無し  
＊要望等(     ) 

⑵-1消防機関貸与用資機材の有無 
「消防機関貸与用資機材」とは、自衛消防隊が使用する資機材とは別に整備している

ものをいう。 

＊有［①簡易防護服，②化学防護服，③全面マスク， 
④簡易マスク(N95等)，⑤防火服，⑥空気呼吸器， 
⑦ホース，⑧筒先ノズル，⑨その他(  )］ 

＊無［区域内での消防機関活動時の対応(  )］ 

⑵-2資機材を貸与する活動範囲の把握の有無 
＊有［範囲：①区域内限定，②敷地全体，③その他(  )］ 
＊無［理由：①事業者から共有無し，②その他(  )］ 
＊要望等(     ) 

⑵-2資機材を貸与する活動範囲 
＊範囲［①区域内限定，②敷地内全体，③その他(  )］ 
＊貸与資機材無し 

⑵-3貸与(引渡し)場所の定めの把握の有無 
＊有［①敷地ゲート，②予め整備した資機材庫等(  )⑵-4へ， 

③消防機関に事前に貸与，④その他(  )］ 
＊無［火災時等の引渡し方法(   )］ 
＊貸与資機材無し 
＊要望等(     ) 

⑵-3貸与(引渡し)場所の定めの有無 
＊有［①敷地ゲート，②予め整備した資機材庫等(  )⑵-4へ， 

③消防機関に事前に貸与，④その他(  )］ 
＊無［火災時等の引渡し方法(   )］ 

 ⑵-4資機材庫の設置数等 
＊1箇所［①区域周辺(場所:  )，②敷地ゲート周辺， 

③その他(  )］ 
＊複数箇所［①区域周辺(場所:  )， 

②敷地ゲート周辺，③その他(  )］ 

 ⑵-4資機材庫の設置数等 
＊1箇所［①区域周辺(場所:  )，②敷地ゲート周辺， 

③その他(  )］ 
＊複数箇所［①区域周辺(場所:  )， 

②敷地ゲート周辺，③その他(  )］ 
⑶-1事業者の汚染検査・除染の定めの有無 
＊有［①事業者自衛消防隊員・資機材，②負傷者等， 

③消防機関側消防隊員･資機材，④その他(  )］ 
＊無［汚染(又は可能性)がある場合の対応(   )］ 

⑶-1汚染検査・除染の定めの有無 
＊有［①事業者の自衛消防隊員･資機材，②負傷者等， 

③消防機関の消防隊員･資機材，④その他(  )］ 
＊無［汚染(又は可能性)がある場合の対応(   )］ 

⑶-2 消防機関保有資機材汚染時に直ちに除染できない場合の
事業者の対応 

「消防機関保有資機材」とは、切断用器具･破壊用器具等などの消防機関のみが保有

する特殊な資機材をいう。 

＊新規購入やリース等により資機材を手配し消防機関に貸与 
＊貸与資機材とは別に、予め消防機関保有資機材を保管･管理 
＊消防保有資機材を使用する活動は想定していない 
＊計画はしていない 
＊消防機関は全て事業者保有資機材を使用 
＊その他(  ) 

⑶-2 消防機関保有資機材汚染時に直ちに除染できない場合の対
応 

「消防機関保有資機材」とは、切断用器具･破壊用器具等などの消防機関のみが保有

する特殊な資機材をいう。 

＊新規購入やリース等により資機材を手配し消防機関に貸与 
＊貸与資機材とは別に、予め消防機関保有資機材を保管･管理 
＊消防保有資機材を使用する活動は想定していない 
＊計画はしていない 
＊消防機関は全て事業者保有資機材を使用 
＊その他(  ) 

⑷上記⑴-1～⑶-2の協議の有無 
＊有［①全部，②一部，③その他(  )］ 
＊無［①協議希望，②協議不要(理由：   )］ 
＊要望等(     ) 

⑷上記⑴-1～⑶-2の協議の有無 
＊有［①全部，②一部(理由：   )，③その他(  )] 
＊無［理由(   )］ 

⑸通信手段･貸与資機材に関する事業者への要望等 
［                   ］ 

⑸通信手段･貸与資機材体制等の共有の有無 
＊範囲［①全部，②一部(理由：   )， 

③共有無し(理由：   )，④その他(  )］ 
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【５．事前対策 】 

  

消 防 機 関 原子力事業者 

⑴-1事業者からの【敷地全体】の図面等の提供の有無 

管理区域は除く 

＊有［①敷地全体図，②消防水利図，③消防設備設置図， 

④禁水箇所図，⑤消防活動上支障となる箇所図， 

⑥その他(  )］ 

［①非開示部分無し，②非開示部分有り(理由：  )］ 

＊無［理由(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑴-1消防機関への【敷地全体】の図面等の提供の有無 

管理区域は除く 

＊有［①敷地全体図，②消防水利図，③消防設備設置図， 

④禁水箇所図，⑤消防活動上支障となる箇所図， 

⑥その他(  )］ 

［①非開示部分無し，②非開示部分有り(理由：  )］ 

＊無［理由(  )］ 

⑴-2事業者からの【管理区域】の図面等の提供の有無 

＊有［①全体図，②消防設備設置図，③禁水箇所図， 

④消防活動上支障となる箇所図，⑤区域区分別図面， 

⑥負圧･吸排気設備図，⑦その他(  )］ 

＊無［理由(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑴-2消防機関への【管理区域】の図面等の提供の有無 

＊有［①全体図，②消防設備設置図，③禁水箇所図， 

④消防活動上支障となる箇所図，⑤区域区分別図面， 

⑥負圧･吸排気設備図，⑦その他(  )］ 

＊無［理由(  )］ 

⑵-1管理区域内で想定する消防機関の活動 

＊消防機関が現場到着後も鎮圧していない場合等の消火活動 

＊挟まり･宙吊り等が発生した場合等の救助活動 

＊多数傷病者が発生した場合等の救急活動 

＊その他(  ) 

⑵-1管理区域内で想定する消防機関の活動 

＊消防機関が現場到着後も鎮圧していない場合等の消火活動 

＊挟まり･宙吊り等が発生した場合等の救助活動 

＊多数傷病者が発生した場合等の救急活動 

＊その他(  ) 

⑵-2上記⑵-1の活動に関する事業者との取決めの有無 

＊有［①消火，②救助，③救急，④その他(  )］ 

＊無［理由(  )］ 

⑵-2上記⑵-1の活動に関する消防機関との取決めの有無 

＊有［①消火，②救助，③救急，④その他(  )］ 

＊無［理由(  )］ 

⑶査察(立入検査)の敷地の範囲の有無 

＊範囲［①立入不可区域無し，②立入不可区域有り(場所：  )， 

③その他(  )］ 

＊消防法に基づく消防設備等の検査状況［①全て検査可能， 

②一部不可有り(場所：  )，③その他(  )］ 

＊立入不可の区域での火災時等の対応(   ) 

＊要望等(     ) 

⑶-1査察(立入検査)の敷地の範囲の有無 

＊範囲［①立入不可区域無し，②立入不可区域有り(場所：  )， 

③その他(  )］ 

＊無［立入不可の区域での火災時等の対応(   )］ 

⑶-2査察(立入検査)を行う消防設備等の範囲 

＊［①消防法に基づく設備等，②炉規法等に基づく消防設備等， 

③任意設置の消防設備等，④その他(  )②～④は⑶-3,4へ］ 

＊要望等(     ) 

⑶-2査察(立入検査)を行う消防設備等の範囲 

＊［①消防法に基づく設備等，②炉規法等に基づく消防設備等， 

③任意設置の消防設備等，④その他(  )②～④は⑶-3へ］ 

 ⑶-3消防法に基づく消防設備の検査状況 

＊［①全ての場所が検査可， 

②一部検査不可(場所：  )，③その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

 ⑶-3消防機関への設置根拠等の説明の有無 

＊有［①全部，②一部(理由：  )，③その他(  )］ 

＊無［理由(  )］ 

⑶-4他法令に基づく消防設備等の事業者からの説明状況 

＊［①全て説明有り，②一部説明有り(内容：  )， 

③質問した事項に回答有り，④その他(  )］ 

［①説明希望，②説明不要(理由：  )，③その他(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑷消防機関と事業者間の消防活動に関する協定等の有無 
消防機関が活動を行う災害種別や、火災･救助･救急事故が発生した場合のそれぞ

れの活動の範囲等について、双方で協議のうえ取り交わしたものをいう。 

＊有［①協定，②申合せ･計画(名称：  )，③その他(  )］ 

＊無［理由(  )］ 

＊要望等(     ) 

⑷消防機関と事業者間の消防活動に関する協定等の有無 
消防機関が活動を行う災害種別や、火災･救助･救急事故が発生した場合のそれぞれ

の活動の範囲等について、双方で協議のうえ取り交わしたものをいう。 

＊有［①協定，②申合せ･計画(名称：  )，③その他(  )］ 

＊無［理由(  )］ 

⑸事前対策に関する事業者への要望等 

［                   ］ 
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【６．訓練 】 

 

消 防 機 関 原子力事業者 

⑴平成27年度中の消防訓練（消火･救助･救急）の実施状況 
「消防訓練」とは、原子力緊急事態に関するものは含まず、一般火災(大規模地震に

伴う管理区域外での建物火災や、危険物火災等)･救助･救急等の消防訓練をいう。 

＊原子力防災訓練の一環で実施：  回／年 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

＊消防機関と事業者の連携訓練(下記訓練は除く)：  回／年 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

 ［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

 ［根拠：①消防計画，②原子力事業者防際業務計画， 

③その他（訓練計画等の名称：      ）］ 

＊消防機関･事業者･その他機関の連携訓練：  回／年 

［関係機関：①都道府県，②市町村，③医療機関，④警察， 

⑤自衛隊，⑥住民，⑦その他(  )］ 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

 ［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

 ［根拠：①消防計画，②原子力事業者防際業務計画， 

③その他（訓練計画等の名称：      ）］ 

＊その他の消防訓練：  回／年 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

 ［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

 ［根拠：①消防計画，②原子力事業者防際業務計画， 

③その他（訓練計画等の名称：      ）］ 

＊未実施［未実施の理由(   )］ 

＊要望等(     ) 

⑴平成27年度中の消防訓練（消火･救助･救急）の実施状況 
「消防訓練」とは、原子力緊急事態に関するものは含まず、一般火災(大規模地震に

伴う管理区域外での建物火災や、危険物火災等)･救助･救急等の消防訓練をいう。 

＊原子力防災訓練の一環で実施：  回／年 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

 ［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

＊消防機関と事業者の連携訓練(下記訓練は除く)：  回／年 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

 ［根拠：①消防計画，②原子力事業者防際業務計画， 

③その他（訓練計画等の名称：      ）］ 

＊消防機関･事業者･その他機関の連携訓練：  回／年 

［関係機関：①都道府県，②市町村，③医療機関，④警察， 

⑤自衛隊，⑥住民，⑦その他(  )］ 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

 ［根拠：①消防計画，②原子力事業者防際業務計画， 

③その他（訓練計画等の名称：      ）］ 

＊事業所単独の消防訓練：  回／年 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

 ［根拠：①消防計画，②原子力事業者防際業務計画， 

③その他（訓練計画等の名称：      ）］ 

＊その他の消防訓練：  回／年 

［想定：①火災，②救助事故，③救急(被ばく者発生を除く)， 

④被ばく者発生，⑤その他(  )］ 

［訓練方式：①実動，②図上(机上)，③その他(  )］ 

 ［根拠：①消防計画，②原子力事業者防際業務計画， 

③その他（訓練計画等の名称：      ）］ 

＊未実施［未実施の理由(   )］ 

⑵課題等の抽出及び活動要領等の見直し等の実施の有無 

＊有［①課題抽出，②訓練要領の見直し，③活動要領の見直し， 

④課題に関する関係者等との協議，⑤その他(  )] 

＊無［理由(   )］ 

＊要望等(     ) 

⑵課題等の抽出及び活動要領等の見直し等の実施の有無 

＊有［①課題抽出，②訓練要領の見直し，③活動要領の見直し， 

④課題に関する関係者等との協議，⑤その他(  )] 

＊無［理由(   )］ 

⑶訓練内容等の協議の有無 

＊有［①全ての訓練 ②消防機関が参加する訓練， 

③その他(  ) 

＊無［理由(   )］ 

＊要望等(     ) 

⑶消防機関への訓練内容等の協議の有無 

＊有［①全ての訓練 ②消防機関が参加する訓練， 

③その他(  ) 

＊無［理由(   )］ 

⑷消防訓練に関する事業者への要望等 

［                   ］ 

 


